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ようこそお客様 落合　満さん

ＲＡＣ例会に出席
10月23日ＲＡＣ例会に久し振りに参加いたしました。

ＲＡＣも会員数が増えましたので全員が張り切ってい
ました。当日のプログラムはＲＡＣ会員が作った「こ
しひかり」と「夢ごこち」で作った「カルゲン米」と
の食べ比べでした。お米がメーンデッシュで惣菜はあ
まりありませんでしたが、実りの秋・食欲の秋に相応
しい企画でとても美味しく食べさせて頂きました。
第８回・下館カップ開催
今年度、下館カップサッカー大会に後援団体として

協力することに成りましたので、代表して出席してき
ました。競技は鬼怒緑地運動公園サッカー場で開催さ
れました。当日は小学生大会の日でしたが小学生だけ
で18チームがエントリーしているそうで、中学生・高
校生・社会人まで入りますと大変な数になると思います。
開会式の挨拶の中で「ロータリークラブ」は主にど

んな事をしている団体なのか知っていますか…又名前
だけでも知っている人がいたら手を上げて下さい。お
およそ350名いる小学生からは手が上がりませんでし
た。中には知っていても恥ずかしいから手を上げなか
った人もいたのでしょう。
この様な地域活動にロータリーはどんどん参加し、

今の子供達が求めているニーズに合った奉仕を見つけ
出さなければと思います。日光おろしが吹きすさぶ鬼
怒川河川敷はとても寒かったのですが、子供達は大き
な声で、日頃の練習の成果を発揮しようと努力してい
ました。その真剣な試合を観させて頂きましたがとて
も楽しく感動いたしました。たまたま私が観戦してい
ましたチームに永盛友治会員と渡辺利夫会員が応援に
来ていました。中サッカースポーツ少年団（永盛・渡
辺両氏の子供参加）と城南サッカースポーツ少年団と
の試合でしたが一方的に中チームが優勢でして事に中
チームのＭＦで小学校２年生が一際目立ちました。体
は小さいのですが、チームで一番動きは良いし何度か
シュートを打ったのですがすべてキーパーに阻まれて

しまいました。途中で交替させられ監督の前で悔しさ
が堪え切れず、泣きじゃくっていましたが、この様な
子供達の将来が楽しみです。

新入会員手続きの件

10月22日ご案内致しました、早瀬浩一氏推薦の件で
すが、発表後７日以上経過いたしました。その間どな
た様からも異議の申し立てがありませんでしたので会
員皆様のご承認を頂いたと言う事で、早速入会の手続
きをさせて頂きます。
入会は11月12日第二例会予定です。

１．12月例会のプログラムを承認
２．新入会員の推薦を承認
会員選考委員会、職業分類委員会に会員資格の確
認を依頼

３．ハローワールド開催を承認
12月４日（木）下館市立大田小学校にて開催

４．例会時間の変更を承認
12月17日（水）の例会
→クリスマス親睦例会　午後６時30分に変更

５　例会休会を承認
12月31日（水）（大晦日）の例会は定款第５条第１
節により休会

１．ＲＩよりクラブにて活用する会員増強用の２つツー　
ル・移転援助プログラム及び会員候補者プログラ
ムの説明書を受理

２．ＲＩより公式名簿の2004－2005年度版に記載する
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れています。朝鮮をへて日本に伝わってきました。
拓本のやり方には、乾いた紙を石碑に密着させこす

って浮き出させる乾拓法と、紙を湿らせて圧着させ碑
の文字を写し取る湿拓法があります。また、湿拓法に
は烏の羽色のような墨色で拓紙を上墨する烏金拓法
と、蝉の羽のように透明感を出す蝉翼拓法があります。
採択するときには、石碑などに直接墨を塗って汚した
り破損したりしないこと、所有者や管理者に承諾を得
ることを守ってください。本日は時間が足りないので
取りかたまではできませんが、大まかな話と簡単な説
明をしたいと思います。取りかたは会のほうに入会し
ていただければご指導いたします。
「月落烏啼霜満天」
中国蘇州郊外の寒山寺が詩に詠まれている有名な楓

橋夜泊（ふうきょうやはく）です。
「般若心経」
利根町徳満寺で採拓したものです。この地方は江戸

時代に間引きが行われ、水害と天明の飢饉に襲われた
農民の悲惨さを象徴した間引き絵馬があります。
「かんがへてのみはじめたる一合の…」
数少ない若山牧水の詩碑で宇都宮の興禅寺境内のも

のです。文字だけを取りました。
「古寺や霧の籬る鈴が音」
結城市弘経寺の砂岡雁宕の詩碑です。

「友愛…」
下館市役所前の下館ロータリークラブ寄贈の碑で

す。はじめて自身で額装をしたもので、乾燥に狂わな
いように組工するのに大変手間暇がかかりました。
「大黒様、狛犬」
千葉県野田市愛宕神社のものです。珍しいもので彫

ったものに紙を貼り付けて採拓しました。
「ゆく春やむらさき煙る筑波山」
結城にある蕪村の筑波山句碑です。

筑波大学生物学科　研究科　陳　柱石さん
日本に来てからもう四年半になり、学業の方もいよ

いよに最終段階に入りました。この二三ヶ月の間、博
士論文の提出と発表の準備のため、土日の休み返上は
もちろん、毎日ちゃんと寝ることさえできないほど忙
しい生活を送って来ました。学位が取れるかどうかま
だ見込めない状況ですが、最善の努力をしたら、いい
結果が必ず出て来ると信じています。ところが、今は
こんなに忙しい生活をしていても、学業以外のことは
一切心配する必要がありません。米山奨学金のおかげ
で、自分がやるべきことはただ全力を尽くして学業に

ロータリークラブの役員名報告書式を受理
３．ＲＩ日本事務局よりロータリー・レートの変更の　
案内書を受理
11月１日より　１ドル　１１０円

４．米山梅吉記念館より全国一人100円募金運動のお願
い状受理

５．ＲＩ第2820地区より
①第２回地区社会奉仕研究会開催の案内
日　時：2003年12月７日（日） 13：00  登録
会　場：水戸市・三の丸ホテル　
登録料：￥3,000
②ロータリー財団地区セミナー開催の案内
日　時：2003年12月7日（日） 9：00  登録
会　場：水戸市・三の丸ホテル
登録料：￥6,000

６．（財）ロータリー米山記念奨学会より寄付金納入明
細総合表を受理

７．2003年11月号 THE ROTARIAN（英文）誌を受理
８．映画波山製作委員会事務局より映画「ＨＡＺＡＮ」
近況報告資料（これまでの活動と今後の活動スケ
ジュール、完成披露上映の入場者数、その他等）

９．第６分区ガバナー補佐より2003～04年度第３回会
長・幹事会開催及び分区会長・幹事会親睦ゴルフ
会開催の案内を受理
①会長・幹事会
日時：2003年11月15日（土）午後６時
場所：うおくら（真壁）
会費：￥10,000（２名）
議題：ロータリーファミリー分区大会について

その他
②親睦ゴルフ会
日時：2003年11月155日（土）午前９：15集合
場所：筑波学園ＧＣ
会費：￥2,000

例会場・日時変更のお知らせ
・友部ＲＣ
11月11日（火）の例会は
【期日】11月16日（日）午前９時
【場所】岩間町愛宕山（見晴らしの丘）
【事由】社会奉仕事業により（植樹）
会報受理 岩瀬ＲＣ

拓本を趣味とし
て拓本の会を主宰　
しています。県内
の文学碑を中心に
400点ほどの拓本を
取りました。拓本
の軸装なども手が
けています。

拓本は千数百年の歴史があり、古代中国で書道のお
手本として経典を写し取ったものから始まったといわ

外部卓話「拓本について」
落合　満さん

永盛　宣也 カウンセラー米山奨学生レポート



小林一彦さん⇒落合さん、本日は御苦労様です、卓話
楽しみにしております。

田中　忍さん⇒10月も何事もなくすごすことが出来ま
した。

根岸六郎さん⇒昨日県民文化センターに於第53回社会
福祉協議会に於て感謝状を頂きまして、
ひとえに田中先生のお心尽しに依り感
謝致します。

細谷　貢さん⇒落合さん、拓本のお話楽しみにしてい
ます。

荒川洋一さん⇒落合満さんの卓話を記念して。
たのしみにしています。

永盛宣也さん⇒落合さん、本日はご苦労様です。
珍しい話を期待しております。

大圃　弘さん⇒①ＩＴ委員会です
新しくなった当クラブのホームペー
ジをぜひ開いて下さい
②下小保健委員会の為早退致します

関谷　徹さん⇒落合さんの卓話を記念して
鈴木光則さん⇒落合さんのお話、楽しみにしています。
菊池祥明さん⇒都合により早退します。

本日の合計　112,000円　　累計　815,000円

メイクアップ

10／23 ＲＡＣ
司代隆之さん・日向野陽さん・
中村兵左衛門さん・大島康洋さん
佐藤仁一さん・郡定兵衛さん・諏訪哲也さん

10／27 福岡ＲＣ　司代隆之さん
10／28 関城ＲＣ（ハローワールド）

浜野紘嗣さん・細谷　貢さん・佐藤仁一さん
小林一彦さん・鈴木光則さん

集中することだけです。この場を借りて、もう一度米
山奨学金会とロータリークラブの方々に感謝の気持ち
を伝えたいです。
カウンセラーの所見　永盛宣也さん
真剣に学業に取り組んでいる様子が表われている。

人間的にも穏やかで生意気な面も見られない。米山奨
学金が「本当に有難い」と云う気持ちを失わず彼の本
来の姿を見る事が出来る。
博士学位を取得する事がこれからの社会生活に一生

を交える大きな柱となる事であろう。

下館ロータリークラブのホームページが更新されて
います。会報もここから見ることができます。ぜひご
覧になってください。アドレスはこの会報の最後に掲
載されています。

インターネットによりロータリー財団へアクセスす
ることができます。http://www.rotary.org/からリン
クしてください。尚、地区番号は2820、クラブ番号は
13876、会員番号：前回個人宛にお知らせいたしまし
たID番号が必要になります。アクセスした後、登録し
てからご利用ください。詳細は当委員会にお問い合わ
せください。

●10月25日鬼怒川緑地公園で下館カップ小学生サッカー
大会が開催されました。当日は日向野会長も出席し、
18チームのサッカー少年団と父兄が参加しました。
開会式においてロータリークラブの広報および青少
年育成についての啓蒙についての挨拶をしていただ
きました。尚、努力賞として下館ロータリークラブ
のレプリカを寄贈しました。
●12月４日 10：30～13：10（集合10：10）下館市立大
田小学校においてハローワ―ルドを開催します。給
食の用意がありますので当委員会まで早めに申し込
みをお願いします。

結婚記念
浜野　清さん・増渕勇之助さん・田中　忍さん・
飯島康夫さん・鈴木　貢さん・関谷　徹さん・
鈴木光則さん
夫人誕生
津田進三さん・浜野紘嗣さん・加藤昌美さん
会員誕生
滝田昌甫さん・星野英夫さん・永盛　武さん・
細谷　貢さん・渡辺　進さん・須藤　　さん
日向野陽さん⇒落合満様の卓話を記念して

欠席の場合は、三の丸ホテルダイヤモンドホール（TEL  28－8511）へ午前10時迄に必ず電話下さい。
この会報誌は再生紙を使っています。「くりかえし使って生かそう地球保全」 http://www.shimodate-rc.gr.jp

委員会報告
大圃　　弘 委員長広報・ＩＴ情報委員会

上野　広志 副委員長出席状況報告
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佐藤　仁一 委員長新世代奉仕委員会

中西　悦夫 委員長ロータリー財団委員会

加藤　昌美 委員長Smile Box
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定款第５条第１節


